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平成１５年 ４月３０日改定 

平成１６年 ４月 １日改定 

平成１８年 ３月 １日改定 

平成２１年 ４月 １日改定 

平成２２年 ６月 １日改定 

平成２５年 ４月 １日改定 

平成２７年 ４月 １日改定 

 

一般財団法人 愛知県建築住宅センター評価業務料金規程 

（趣旨）  

第１条 この規程は、別に定める「一般財団法人愛知県建築住宅センター評価業務規程」（以下

「業務規程」という。）に基づき、一般財団法人愛知県建築住宅センター（以下「センター」

という。）が実施する評価業務に係る申請料金について、必要な事項を定める。 

 

（設計住宅性能評価の申請料金） 

第２条 業務規程第７条に規定する設計住宅性能評価の申請料金(消費税を含む)は、申請一件

につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、住宅型式性能認定住宅・型式住宅部分等製造

者の認証を受けた住宅（以下「住宅型式性能認定等住宅」という。）は除く。 

一 一戸建住宅(併用住宅を含む)の設計住宅性能評価の申請料金は、別表第１による。 

（１）変更設計住宅性能評価の申請料金は、変更１事項につき、別表第２による。 

（２）センターが設計住宅性能評価中であった住宅の計画を変更して再度設計住宅性能評価

を申請する場合の申請料金は、当初の申請料金の２分の１の額（千円未満切捨）。 

二 共同住宅等（一戸建併用住宅を除く）の設計住宅性能評価の申請料金は、別表第３によ

る。ただし、申請者が一部の住戸のみの評価を希望（以下「一部住戸評価希望」という。）

の場合の申請料金は、次式で得られた額（千円未満切捨）。 

   Ｙ＝ Ｚ＋（Ｗ-Ｐ）×1,000（単位：円） 

     Ｙ ：一部住戸評価希望の場合の申請料金（単位：円） 

     Ｚ ：別表第３でＭ＝Ｐで算定した額。（単位：円） 

     Ｐ ：一部住戸評価希望の戸数 

     Ｗ ：一部住戸評価希望の住戸の存する住棟全体の戸数（単位：戸） 

（１）変更設計住宅性能評価の申請料金は、変更１事項につき、別表第４による。 

（２）センターが設計住宅性能評価中であった住宅の計画を変更して再度設計住宅性能評価

を申請する場合の申請料金は、当初の申請料金の２分の１の額（千円未満は、切り捨て）。 

 

（建設住宅性能評価の申請料金） 

第３条 業務規程第１４条に規定する建設住宅性能評価の申請料金(消費税を含む)は、申請１
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件につき、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、住宅型式性能認定等住宅は除く。 

一 一戸建住宅(併用住宅を含む)の建設住宅性能評価の申請料金は、別表第５による。 

（１）変更建設住宅性能評価の申請料金は、当該計画の変更に係る部分の直前の建設住宅性

能評価をセンターが行っている場合は、当初の申請料金の２分の１の額（千円未満切捨）、

センター以外のものが行っている場合は、３分の２の額（千円未満切捨）。 

二 共同住宅等（一戸建併用住宅を除く）の建設住宅性能評価の申請料金は、別表第６によ

る。ただし、一部住戸評価希望の場合の申請料金は、次式で得られた額による（千円未満

切捨）。 

Ｙ＝ Ｚ＋（Ｗ-Ｐ）×1,000（単位：円） 

     Ｙ ：一部住戸評価希望の場合の申請料金（単位：円） 

     Ｚ ：別表第７でＭにＰを代入して算定した額。（単位：円） 

     Ｐ ：一部住戸評価希望の戸数 

     Ｗ ：一部住戸評価希望の住戸の存する住棟全体の戸数（単位：戸） 

（１）変更建設住宅性能評価の申請料金は、当該計画の変更に係る部分の直前の建設住宅性

能評価書をセンターが交付している場合は、当初の申請料金の2分の1、センター以外の

ものが交付している場合は、当初の申請料金の3分の2とする。 

（２）住戸毎に定まる性能についての検査に際し、申請者が評価対象住戸の総数の10分の1を

超える住戸について目視又は計測を行うことを希望する場合の料金は、別途見積りによ

る。 

三 室内空気中の化学物質の濃度等を測定する場合の申請料金は、別表第７による。 

 

（住宅型式性能認定等住宅の申請料金） 

第４条 住宅型式性能認定等住宅の設計住宅性能評価及び建設住宅性能評価の申請料金(消費

税を含む)は、申請１件につき、次の各項に定める額とする。 

２ 一戸建住宅の申請料金は、以下による。 

 一 住宅型式性能認定の住宅(併用住宅を含む） 

   設計評価                              (単位：円) 

申請区分 
すべての評価分野を 
評価申請する場合 

必須分野のみを 
評価申請する場合 

1 選択分野あた

りの加算額 

100㎡未満 
申請区分１ 25,000 16,000 

2,000  
申請区分２ 29,000 20,000 

100以上 
200㎡未満 

申請区分１ 33,000 23,000 
2,000  

申請区分２ 36,000 26,000 

200㎡以上 
申請区分１ 44,000 34,000 

2,000  
申請区分２ 46,000 36,000 

※ 申請区分  
申請区分１：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1 断熱等性能等級のみを評価申請
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する場合 
申請区分２：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1断熱等性能等級と 5-2一次エネル

ギー消費量等級を合わせて評価申請する場合、又は、5-2一次エネル
ギー消費量等級のみを評価申請する場合  

※ 必須分野に加え、選択分を選択する場合の料金は下式による。ただし、すべての評価
分野を評価申請する場合の料金を上限とする 

料金＝必須分野のみを評価申請する場合の料金＋ 
選択分野数×１選択分野あたりの加算額 

必須分野とは、構造の安定、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、及び
温熱環境・エネルギー消費量の４つの評価分野をいう。 
選択分野とは、火災時の安全、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者等
への配慮及び防犯に関する６つの分野をいう。 

※ 併用住宅の場合は、建物全体の延べ床面積とする。 
※ 床面積が 500㎡以上の場合は、上表にかかわらず別途見積りとする。 

   建設評価                              (単位：円) 

申請区分 
すべての評価分野を 
評価申請する場合 

必須分野のみを 
評価申請する場合 

1選択分野あ
たりの加算額 

100㎡未満 
申請区分１ 67,000 60,000 

1,500  
申請区分２ 68,000 61,000 

100㎡以上 
200㎡未満 

申請区分１ 77,000 69,000 
2,000  

申請区分２ 79,000 71,000 

200㎡以上 
申請区分１ 97,000 86,000 

2,500  
申請区分２ 99,000 88,000 

※ 申請区分  
申請区分１：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1断熱等性能等級のみを評価申請す

る場合 
申請区分２：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1断熱等性能等級と 5-2一次エネル

ギー消費量等級を合わせて評価申請する場合、又は、5-2一次エネル
ギー消費量等級のみを評価申請する場合  

※ 必須分野に加え、選択分を選択する場合の料金は下式による。ただし、すべての評価
分野を評価申請する場合の料金を上限とする 

料金＝必須分野のみを評価申請する場合の料金＋ 
選択分野数×１選択分野あたりの加算額 

必須分野とは、構造の安定、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、及び
温熱環境・エネルギー消費量の４つの評価分野をいう。 
選択分野とは、火災時の安全、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者等
への配慮及び防犯に関する６つの分野をいう。 

※ 併用住宅の場合は、建物全体の延べ床面積とする。 
※ 床面積が 500㎡以上の場合は、上表にかかわらず別途見積りとする。 
※ 設計住宅性能評価がセンター以外は、10,000円を加算する。 

二 型式住宅部分等製造者の認証を受けた住宅(併用住宅を含む） 

 設計評価                              (単位：円) 

申請区分 
すべての評価分野を 
評価申請する場合 

必須分野のみを 
評価申請する場合 

1 選択分野あた

りの加算額 

100㎡未満 
申請区分１ 23,000 13,000 

2,000  
申請区分２ 28,000 18,000 
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100以上 
200㎡未満 

申請区分１ 29,000 19,000 
2,000  

申請区分２ 33,000 23,000 

200㎡以上 
申請区分１ 38,000 27,000 

2,000  
申請区分２ 41,000 30,000 

※ 申請区分  
申請区分１：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1断熱等性能等級のみを評価申請す

る場合 
申請区分２：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1断熱等性能等級と 5-2一次エネル

ギー消費量等級を合わせて評価申請する場合、又は、5-2一次エネル
ギー消費量等級のみを評価申請する場合  

※ 必須分野に加え、選択分を選択する場合の料金は下式による。ただし、すべての評価
分野を評価申請する場合の料金を上限とする 

料金＝必須分野のみを評価申請する場合の料金＋ 
選択分野数×１選択分野あたりの加算額 

必須分野とは、構造の安定、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、及び
温熱環境・エネルギー消費量の４つの評価分野をいう。 
選択分野とは、火災時の安全、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者等
への配慮及び防犯に関する６つの分野をいう。 

※ 併用住宅の場合は、建物全体の延べ床面積とする。 
※ 床面積が 500㎡以上の場合は、上表にかかわらず別途見積りとする。 

   建設評価                              (単位：円) 

申請区分 
すべての評価分野を 
評価申請する場合 

必須分野のみを 
評価申請する場合 

1選択分野あ
たりの加算額 

100㎡未満 
申請区分１ 65,000 59,000 

1,500  
申請区分２ 66,000 60,000 

100㎡以上 
200㎡未満 

申請区分１ 73,000 66,000 
1,500  

申請区分２ 74,000 67,000 

200㎡以上 
申請区分１ 91,000 81,000 

2,000  
申請区分２ 92,000 83,000 

※ 申請区分  
申請区分１：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1断熱等性能等級のみを評価申請す

る場合 
申請区分２：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1断熱等性能等級と 5-2一次エネル

ギー消費量等級を合わせて評価申請する場合、又は、5-2一次エネル
ギー消費量等級のみを評価申請する場合  

※ 必須分野に加え、選択分を選択する場合の料金は下式による。ただし、すべての評価
分野を評価申請する場合の料金を上限とする 

料金＝必須分野のみを評価申請する場合の料金＋ 
選択分野数×１選択分野あたりの加算額 

必須分野とは、構造の安定、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、及び
温熱環境・エネルギー消費量の４つの評価分野をいう。 
選択分野とは、火災時の安全、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者等
への配慮及び防犯に関する６つの分野をいう。 

※ 併用住宅の場合は、建物全体の延べ床面積とする。 
※ 床面積が 500㎡以上の場合は、上表にかかわらず別途見積りとする。 
※ 設計住宅性能評価がセンター以外は、10,000円を加算する。 



5 

 

３ 共同住宅等の申請料金は、以下による。 

一 住宅型式性能認定住宅 

 設計評価                              (単位：円) 

申請区分 
すべての評価分野を 
評価申請する場合 

必須分野のみを 
評価申請する場合 

1 選択分野あた

りの加算額 

15戸以下 
申請区分１ 

52,000＋9,000×
（M-2） 

37,000＋6,000×
（M-2） 2,500＋500×

(M-2) 
申請区分２ 

54,000＋9,000×
（M-2） 

40,000＋6,500×
（M-2） 

※ Mは評価戸数 
※ 申請区分  

申請区分１：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1断熱等性能等級のみを評価申請す
る場合 

申請区分２：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1断熱等性能等級と 5-2一次エネル
ギー消費量等級を合わせて評価申請する場合、又は、5-2一次エネル
ギー消費量等級のみを評価申請する場合  

※ 必須分野に加え、選択分を選択する場合の料金は下式による。ただし、すべての評価
分野を評価申請する場合の料金を上限とする 

料金＝必須分野のみを評価申請する場合の料金＋ 
選択分野数×１選択分野あたりの加算額 

必須分野とは、構造の安定、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、及び
温熱環境・エネルギー消費量の４つの評価分野をいう。 
選択分野とは、火災時の安全、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者等
への配慮及び防犯に関する６つの分野をいう。 

※ 16戸以上の場合は、別途見積りとする。 

   建設評価                              (単位：円) 

申請区分 
すべての評価分野を 
評価申請する場合 

必須分野のみを 
評価申請する場合 

1 選択分野あた

りの加算額 

15戸以下 

申請区分１ 76,000+6,000×M 66,000+5,000×M 
5戸以下： 
   2,500 
6～10戸： 
   3,500 
11～15戸： 
   4,500 

申請区分２ 78,000+7,000×M 68,000+6,000×M 

※ Mは評価戸数 
※ 申請区分  

申請区分１：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1 断熱等性能等級のみを評価申請
する場合 

申請区分２：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1断熱等性能等級と 5-2一次エネル
ギー消費量等級を合わせて評価申請する場合、又は、5-2一次エネル
ギー消費量等級のみを評価申請する場合  

※ 必須分野に加え、選択分を選択する場合の料金は下式による。ただし、すべての評価
分野を評価申請する場合の料金を上限とする 

料金＝必須分野のみを評価申請する場合の料金＋ 
選択分野数×１選択分野あたりの加算額 

必須分野とは、構造の安定、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、及び
温熱環境・エネルギー消費量の４つの評価分野をいう。 
選択分野とは、火災時の安全、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者等
への配慮及び防犯に関する６つの分野をいう。 

※ 16戸以上の場合は、別途見積りとする。 
※ 設計住宅性能評価がセンター以外の場合は、別途見積りとする。 
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二 型式住宅部分等製造者の認証を受けた住宅 

 設計評価                              (単位：円) 

申請区分 
すべての評価分野を 
評価申請する場合 

必須分野のみを 
評価申請する場合 

1 選択分野あた

りの加算額 

15戸以下 
申請区分１ 

47,000＋8,000×
（M-2） 

32,000＋5,000×
（M-2） 2,500＋500×

(M-2) 
申請区分２ 

49,000＋8,000×
（M-2） 

35,000＋5,500×
（M-2） 

※ Mは評価戸数 
※ 申請区分  

申請区分１：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1断熱等性能等級のみを評価申請す
る場合 

申請区分２：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1断熱等性能等級と 5-2一次エネル
ギー消費量等級を合わせて評価申請する場合、又は、5-2一次エネル
ギー消費量等級のみを評価申請する場合  

※ 必須分野に加え、選択分を選択する場合の料金は下式による。ただし、すべての評価
分野を評価申請する場合の料金を上限とする 

料金＝必須分野のみを評価申請する場合の料金＋ 
選択分野数×１選択分野あたりの加算額 

必須分野とは、構造の安定、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、及び
温熱環境・エネルギー消費量の４つの評価分野をいう。 
選択分野とは、火災時の安全、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者等
への配慮及び防犯に関する６つの分野をいう。 

※ 16戸以上の場合は、別途見積りとする。 

   建設評価                              (単位：円) 

申請区分 
すべての評価分野を 
評価申請する場合 

必須分野のみを 
評価申請する場合 

1 選択分野あた

りの加算額 

15戸以下 

申請区分１ 70,000+6,000×M 60,000+5,000×M 
5戸以下： 
   2,500 
6～10戸： 
   3,500 
11～15戸： 
   4,500 

申請区分２ 72,000+7,000×M 62,000+6,000×M 

※ Mは評価戸数 
※ 申請区分  

申請区分１：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1断熱等性能等級のみを評価申請す
る場合 

申請区分２：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1断熱等性能等級と 5-2一次エネル
ギー消費量等級を合わせて評価申請する場合、又は、5-2一次エネル
ギー消費量等級のみを評価申請する場合  

※ 必須分野に加え、選択分を選択する場合の料金は下式による。ただし、すべての評価
分野を評価申請する場合の料金を上限とする 

料金＝必須分野のみを評価申請する場合の料金＋ 
選択分野数×１選択分野あたりの加算額 

必須分野とは、構造の安定、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、及び
温熱環境・エネルギー消費量の４つの評価分野をいう。 
選択分野とは、火災時の安全、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者等
への配慮及び防犯に関する６つの分野をいう。 

※ 16戸以上の場合は、別途見積りとする。 
※ 設計住宅性能評価がセンター以外の場合は、別途見積りとする。 
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４ 設計住宅性能評価書をセンター以外の者が交付している建設住宅性能評価の申請料

金の額は、前項の料金に次号の額を加算する。 

一 一戸建の住宅は 10,000円 

二 共同住宅等は別途見積り 

 

（建設住宅性能評価のための再検査に係る追加料金） 

第５条 建設住宅性能評価において、申請者の求めによって再検査（検査においてセンターが不

適と認めた事項の是正状況を確認するために再度行う検査をいう。）を行う場合の追加料金の

額は、１回につき、30,000円とする。 

 

（液状化に関する情報提供に係る料金） 

第６条 地盤液状化に関する参考情報の提供に係る料金は、1 件あたり 5,000 円とする。 

 

（評価業務料金返還等について） 

第７条 契約の取り下げ及び解除に伴い料金の一部を返還する場合は、別に定める「一般財団法

人愛知県建築住宅センター評価業務料金返還等に関する規程」により計算した金額とする。 

 

第８条 上記料金表に該当しない場合は、別途センターと協議して定める額とする。 

 

（附則）  

この規程は、平成１５年４月３０日より施行する。 

この規程は、平成１６年４月 １日より施行する。 

この規程は、平成１８年３月 １日より施行する。 

この規程は、平成２１年４月 １日より施行する。 

この規程は、平成２２年６月 １日より施行する。 

この規程は、平成２５年４月 １日より施行する。 

この規程は、平成２７年４月 １日より施行する。 
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設計評価  

別表第１ 一戸建住宅(併用住宅を含む）の設計住宅性能評価の申請料金  (単位：円) 

申請区分 
すべての評価分野を 
評価申請する場合 

必須分野のみを 
評価申請する場合 

1選択分野あ
たりの加算額 

100㎡未満 
申請区分１ 48,000 37,000 

2,500  
申請区分２ 50,000 39,000 

100㎡以上 
200㎡未満 

申請区分１ 48,000 37,000 
2,500  

申請区分２ 50,000 39,000 

200㎡以上 
申請区分１ 55,500 41,000 

2,500  
申請区分２ 57,500 43,000 

※ 申請区分  

申請区分１：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1断熱等性能等級のみを評価申請す
る場合 

申請区分２：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1断熱等性能等級と 5-2一次エネル
ギー消費量等級を合わせて評価申請する場合、又は、5-2一次エネル
ギー消費量等級のみを評価申請する場合  

※ 必須分野に加え、選択分を選択する場合の料金は下式による。ただし、すべての評価
分野を評価申請する場合の料金を上限とする 

料金＝必須分野のみを評価申請する場合の料金＋ 
選択分野数×１選択分野あたりの加算額 

必須分野とは、構造の安定、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、及び
温熱環境・エネルギー消費量の４つの評価分野をいう。 
選択分野とは、火災時の安全、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者等
への配慮及び防犯に関する６つの分野をいう。 

※ 併用住宅の場合は、建物全体の延べ床面積とする。 
※ 床面積が 500㎡以上の場合は、上表にかかわらず別途見積りとする。 
※ 地下車庫等構造計算が必要なもの（躯体が木造で地下車庫がＲＣ造の建物で構造計算

が２種類必要なもの）１件 10,000円を加算する。 
※ 限界耐力計算等の特別な計算方法による場合及び構造計算適合判定の対象建築物で

ある場合は、別途見積りによる。 
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別表第２ 一戸建住宅(併用住宅を含む）の変更設計住宅性能評価の申請料金 

申請区分 
変更分野 

料金(円) 

センター センター以外 

設計評価交付済みの場

合 

構造の安定に関す
ること 

8,000 12,000 

上記以外 5,000 7,500 

設計評価中の当初の申
請を取り下げ、改めて変
更申請する場合 

－ 
当初の申請料金 

の 2分の１ 
  － 

※ センター、センター以外とは、直前の設計住宅性能評価をした機関をいう。 
※ 上記の設計評価交付済みの場合の料金は、変更１分野ごとの料金であり、複数の場合

はその合計金額とする。 

 

別表第３ 共同住宅等の設計住宅性能評価の申請手数料          (単位:円) 

申請区分 
すべての評価分野を
評価申請する場合 

必須分野のみを評
価申請する場合 

1選択分野あたり 
の加算額 

2戸以上 

20戸未満 

申請区分１ 
60,000＋12,000×
(M-2) 

44,000 ＋ 8,000 ×
(M-2) 

3,000＋700×(M-2) 

申請区分２ 
62,000＋12,000×
(M-2) 

47,000 ＋ 8,500 ×
(M-2) 

2,500＋600×(M-2) 

20戸以上 

100戸未満 

申請区分１ 
276,000＋8,000×
(M-20) 

188,000＋4,000×
(M-20) 

15,000＋700×
(M-20) 

申請区分２ 
278,000＋8,000×
(M-20) 

200,000＋4,500×
(M-20) 

13,000＋600×
(M-20) 

100戸以上 
申請区分１ 

916,000＋7,000×
(M-100) 

508,000＋4,000×
(M-100) 

68,000＋600×
(M-100) 

申請区分２ 
918,000＋7,000×
(M-100) 

560,000＋3,500×
(M-100) 

60,000＋600×
(M-100) 

※ Mは評価戸数 
※ 申請区分  

申請区分１：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1断熱等性能等級のみを評価申請す
る場合 

申請区分２：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1断熱等性能等級と 5-2一次エネル
ギー消費量等級を合わせて評価申請する場合、又は、5-2一次エネル
ギー消費量等級のみを評価申請する場合  

※ 必須分野に加え、選択分を選択する場合の料金は下式による。ただし、すべての評価
分野を評価申請する場合の料金を上限とする 

料金＝必須分野のみを評価申請する場合の料金＋ 
選択分野数×１選択分野あたりの加算額 

必須分野とは、構造の安定、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、及び
温熱環境・エネルギー消費量の４つの評価分野をいう。 
選択分野とは、火災時の安全、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者等
への配慮及び防犯に関する６つの分野をいう。 

※ 併用住宅の場合は、建物全体の延べ床面積とする。 
※ 地下車庫等構造計算が必要なもの（躯体が木造で地下車庫がＲＣ造の建物で構造計算

が２種類必要なもの）は、別途見積りとする。 
※ 限界耐力計算等の特別な計算方法による場合及び構造計算適合判定の対象建築物で

ある場合は、別途見積りとする。 

 



10 

 

別表第４ 共同住宅の変更設計住宅性能評価の申請手数料 

変更分野 
手数料の額 (円) 

センター センター以外 

構造の安定に関すること M×5,000 M×7,500 

上記以外 M×3,000 M×4,500 

※ センター、センター以外とは、直前の設計住宅性能評価をした者 
※ Mは変更の対象となる住戸の数 
※ 変更一分野ごとの料金とし、複数の場合はその合計金額 
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建設評価 

別表第５ 一戸建住宅(併用住宅を含む）の建設住宅性能評価の申請手数料  (単位:円) 

種 別 
すべての評価分野を 
評価申請する場合 

必須分野のみを 
評価申請する場合 

1選択分野あ
たりの加算額 

100㎡未満 
申請区分１ 72,000 64,000 

1,500  
申請区分２ 73,000 65,000 

100㎡以上 
200㎡未満 

申請区分１ 82,000 73,000 
2,000  

申請区分２ 83,000 74,000 

200㎡以上 
申請区分１ 103,000 93,000 

2,500  
申請区分２ 104,000 94,000 

※ 申請区分  
申請区分１：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1断熱等性能等級のみを評価申請す

る場合 
申請区分２：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1断熱等性能等級と 5-2一次エネル

ギー消費量等級を合わせて評価申請する場合、又は、5-2一次エネル
ギー消費量等級のみを評価申請する場合  

※ 必須分野に加え、選択分を選択する場合の料金は下式による。ただし、すべての評価
分野を評価申請する場合の料金を上限とする 

料金＝必須分野のみを評価申請する場合の料金＋ 
選択分野数×１選択分野あたりの加算額 

必須分野とは、構造の安定、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、及び
温熱環境・エネルギー消費量の４つの評価分野をいう。 
選択分野とは、火災時の安全、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者等
への配慮及び防犯に関する６つの分野をいう。 

※ 併用住宅の場合は、建物全体の延べ床面積とする。 
※ 床面積が 500㎡以上の場合は、上表にかかわらず別途見積りとする。 
※ 設計住宅性能評価がセンター以外は、10,000円を加算する。 
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別表第６ 共同住宅等の建設住宅性能評価の申請手数料          (単位:円) 

申請区分 
すべての評価分野を 
評価申請する場合 

必須分野のみを 
評価申請する場合 

1選択分野あ
たりの加算額 

３階 
建て 
以下 

5戸以下 

申請区分 1 
116,000 ＋ 28,000 ×
（M-2） 

99,000 ＋ 24,000 ×
（M-2） 

5,000 
申請区分 2 

119,000 ＋ 29,000 ×
（M-2） 

101,000 ＋ 25,000 ×
（M-2） 

6戸以上 

10戸以下 

申請区分 1 
200,000 ＋ 9,000 ×
(M-5) 

171,000 ＋ 7,000 ×
（M-5） 

7,000 
申請区分 2 

206,000 ＋ 10,000 ×
(M-5) 

176,000 ＋ 8,000 ×
（M-5） 

11戸以上 

20戸以下 

申請区分 1 
265,000 ＋ 8,000 ×
(M-10) 

226,000 ＋ 6,000 ×
（M-10） 

10,000 
申請区分 2 

276,000 ＋ 9,000 ×
(M-10) 

236,000 ＋ 7,000 ×
（M-10） 

４階 
建て 
以上 

10戸以下 

申請区分 1 
182,000＋7,000×M＋
30,000×（N-4) 

155,000＋6,000×M＋
30,000×（N-4) 

7,000  
申請区分 2 

182,000＋8,000×M＋
30,000×（N-4) 

155,000＋7,000×M＋
30,000×（N-4) 

11戸以上 

20戸以下 

申請区分 1 
245,000＋7,000×M＋
40,000×（N-4) 

209,000＋6,000×M＋
40,000×（N-4) 

10,000  
申請区分 2 

245,000＋8,000×M＋
40,000×（N-4) 

209,000＋7,000×M＋
40,000×（N-4) 

21戸以上 

30戸以下 

申請区分 1 
308,000＋7,000×M＋
50,000×（N-4) 

263,000＋6,000×M＋
50,000×（N-4) 

13,000  
申請区分 2 

308,000＋8,000×M＋
50,000×（N-4) 

263,000＋7,000×M＋
50,000×（N-4) 

31戸以上 

40戸以下 

申請区分 1 
371,000＋7,000×M＋
60,000×（N-4) 

317,000＋6,000×M＋
60,000×（N-4) 

16,000  
申請区分 2 

371,000＋8,000×M＋
60,000×（N-4) 

317,000＋7,000×M＋
60,000×（N-4) 

41戸以上 

50戸以下 

申請区分 1 
412,000＋7,000×M＋
65,000×（N-4) 

354,000＋6,000×M＋
65,000×（N-4) 

19,000  
申請区分 2 

412,000＋8,000×M＋
65,000×（N-4) 

354,000＋7,000×M＋
65,000×（N-4) 

51戸以上 

100戸以下 

申請区分 1 
534,000＋7,000×M＋
70,000×（N-4) 

471,000＋6,000×M＋
70,000×（N-4) 

51～60戸：   
22,000 

61～80戸：   
25,000 

81～100戸：  
28,000 

申請区分 2 
534,000＋8,000×M＋
70,000×（N-4) 

471,000＋7,000×M＋
70,000×（N-4) 

※ Mは評価戸数、Nは検査を行う回数。 
※ 申請区分  

申請区分１：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1 断熱等性能等級のみを評価申請
する場合 

申請区分２：温熱環境・エネルギー消費量の 5-1断熱等性能等級と 5-2一次エネル
ギー消費量等級を合わせて評価申請する場合、又は、5-2一次エネル
ギー消費量等級のみを評価申請する場合  

※ 必須分野に加え、選択分を選択する場合の料金は下式による。ただし、すべての評価
分野を評価申請する場合の料金を上限とする 

料金＝必須分野のみを評価申請する場合の料金＋ 
選択分野数×１選択分野あたりの加算額 

必須分野とは、構造の安定、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、及び
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温熱環境・エネルギー消費量の４つの評価分野をいう。 
選択分野とは、火災時の安全、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者等
への配慮及び防犯に関する６つの分野をいう。 

※ 併用住宅の場合は、建物全体の延べ床面積とする。 
※ 設計住宅性能評価がセンター以外は、別途見積りとする。 

 

別表第７ 室内空気中の化学物質の濃度等を測定する場合の申請手数料 

種 別 測定を行う化学物質 手数料の額 (円) 

 

一戸建住宅 

 

ホルムアルデヒド 62,000 

ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン 

エチルベンゼン,スチレン 
129,000 

 

共同住宅 

 

ホルムアルデヒド M×35,000+37,000 

ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン 

エチルベンゼン,スチレン 
M×78,000+73,000 

※ Mは、測定対象住戸数で≧２ 

 

 



一般財団法人 愛知県建築住宅センター長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査料金規程 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、別に定める「長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務規程」

（以下「業務規程」という。）に基づき、一般財団法人愛知県建築住宅センター（以

下「センターという。）が実施する長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務に

係る申請料金について、必要な事項を定める。 

 

（技術的審査料金） 

第２条 業務規程第１２条に規定する技術的審査業務の申請料金は、一件につき、次に

掲げる額とする。 

一 一戸建て住宅（併用住宅を含む）の技術的審査の料金は、以下による。 

種別 床面積の合計 
技術的審査の申請料金 

(消費税を含む) (単位は円) 

一戸建て住宅 

200m2未満 43,000 

200m2以上 47,000 

住宅型式性能認定の住宅 

（構造の安定に係る認定
を受けたものに限る） 

100m2未満 22,000 

200m2未満 29,000 

200m2以上 40,000 

型式住宅部分等製造者の
認証を受けた住宅 

100m2未満 19,000 

100m2以上 200m2未満 25,000 

200m2以上 33,000 

(注)1. 併用住宅の場合の「床面積の合計」は、建物全体の延床面積とする。 
2. 床面積が 500㎡以上の場合は、上表にかかわらず別途見積りとする。 

 

（１）適合証が交付された後に行う計画の変更に係る技術的審査の料金は、変更一分野に

つき、以下による。 

種 別 変更分野 

技術的審査料金 
(消費税を含む) (単位は円) 

センターが 

審査したもの 

他機関が 
審査したもの 

適合証交付済みの場

合 

構造の安定に関す

ること 
8,000 12,000 

上記以外 5,000 7,500 

技術的審査中の当
初の申請を取り下
げ、改めて変更申請
する場合 

－ 

当初の技術的審査 
料金の 2分の１ 
（千円未満切捨） 

－ 

 

（２）技術的審査中の計画を変更して再度技術的審査を申請する場合の申請料金は、当初

の申請料金の２分の１の額。 

 



二 共同住宅の技術的審査の料金は、以下による。 

種別 一棟の総戸数 
技術的審査の申請料金※ 

(消費税を含む) (単位は円) 

共同住宅等 

2戸以上  20戸未満 55,000＋9,000×(M－2) 

20戸以上 100戸未満 217,000＋5,000×(M－20) 

100戸以上 617,000＋5,000×(M－100) 

住宅型式性能認定の住宅 2戸以上  16戸未満 44,000＋7,000×(M－2) 

型式住宅部分等製造者の
認証を受けた住宅 

2戸以上  16戸未満 43,000＋6,000×(M－2) 

※ Mは、棟全体の戸数 

(注) 1. 住宅型式性能認定の住宅及び型式住宅部分等製造者の認証を受けた住宅は、15
戸超の場合は、別途見積りとする。 

 

（１） 計画の変更に係る技術的審査の申請料金は、変更一分野につき、以下による。 

種 別 変更分野 

技術的審査料金※ 
(消費税を含む) (単位は円) 

センターが 

審査したもの 

他機関が 
審査したもの 

適合証交付済みの場

合 

構造の安定に関す

ること 
5,000×M 7,000×M 

上記以外 3,000×M 4,500×M 

技術的審査中の当
初の申請を取り下
げ、改めて変更申請
する場合 

－ 

当初の技術的審査 
料金の 2分の１ 
（千円未満切捨） 

－ 

※ Mは、棟全体の戸数 

 

２ 設計住宅性能評価と同時申請の場合の料金は、以下による。 

種別 床面積の合計 
技術的審査の申請料金※ 

(消費税を含む) (単位は円) 

一戸建て住宅(併用住宅を含む) 6,000 

共
同
住
宅
等 

在来工法の住宅 

2戸以上  20戸未満 11,000＋1,000×(M-2) 

20戸以上 100戸未満 29,000＋1,000×(M-20） 

100戸以上 109,000＋1,000×(M-100） 

住宅型式性能認定の住宅 

（構造の安定に係る認定を

受けたものに限る） 

2戸以上  16戸未満 7,000＋1,000×(M-2) 

型式住宅部分等製造者の

認証を受けた住宅 
2戸以上  16戸未満 7,000＋1,000×(M-2) 

※ Mは、棟全体の戸数 

(注) 1. 住宅型式性能認定の住宅及び型式住宅部分等製造者の認証を受けた住宅は、15戸
超の場合は、別途見積りとする。 



 

３ 躯体が木造で地下車庫等構造計算が RC 造である一戸建住宅等で、構造計算が２種類必要な

ものは、一件 10,000円を加算する。共同住宅等の場合は、別途見積りとする。 

 

４ 限界耐力計算等の特別な計算方法による場合及び構造計算適合性判定の対象建築物である

場合は、別途見積による。 

  

（その他） 

第３条 その他特別な事由により、上記料金表によらない場合は、別途センターと協議

して定める額とする。 

２ 当センターの利用件数が多い場合、業務の効率化が期待できる場合等は、料金の低

減ができるものとする。 

 

（附則）  

この規程は、平成 21年５月 15日より施行する。 

この規定は、平成 25年 4月 1日より施行する。 

この規定は、平成 27年 4月 1日より施行する。 


